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Organize the world’s information and
make it universally accessible and useful

Google の使命は、世界中の情報を整理し、
世界中の人がアクセスできて使えるようにすることです。

Our mission



Decode mis/disinformation
誤情報や偽情報問題への対応

1. ランキング システムで品質を重視する
Make quality count in our ranking systems  
2. 有害なコンテンツや行動を制限する
Clamp down on harmful content & behaviors  

3. ユーザーにコンテキストを提供し、メディアリテラシーをサポートするProvide 
context to users & support media literacy 

4. ニュース エコシステムをサポートする
Support the News ecosystem  

5. リサーチをサポートする
Support research  
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Decode mis/disinformation
誤情報や偽情報問題への対応



We work to elevate 
quality content 
across all our 

products

製品全体で 
質の高いコンテンツの
提供に努めています
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Our products meet user needs by 
sifting through immense amounts 
of information. 

Google 製品は、膨大な量の情報を
選別することにより、
ユーザーのニーズを満たしています  
 
 

We use algorithms to organize content
according to our best understanding 
of usefulness in addressing the intent 
and needs of our users.

アルゴリズムを使用して、ユーザーの
意図とニーズに対応するために最も有用性
があると思われる形でコンテンツを
整理しています



Authoritativeness & 
Relevance

信頼性と関連性

Relevance  関連性

rel•e•vance /‘reləv(ə)ns/ noun名詞

How closely the words in a website match the 
words in your search query

ウェブサイトの単語が、検索クエリの単語とどの程度一致
しているか

Authoritativeness  信頼性

au•thor•i•ta•tive•ness /əˈTHôrəˌtādiv/ noun 名詞

How much expertise the result is based on
and how much people trust the source

結果が専門知識に基づいており、情報源に信頼性があるかど
うか
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Ever since the early 
days of Google, 

malicious actors have 
attempted to ‘spam’ 

our systems 

創業以来、悪意のある
第三者は Google の

システムを欺こうとスパム行為
に及んでいます



We develop policies 
to protect our users 

from a variety of 
harmful contents 

and behaviors

さまざまな有害な
コンテンツや行動から
ユーザーを保護する
ためにポリシーを開発

しています
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We evolve these 
policies over time, in 

response to new 
threats or 

technological 
developments

新しい脅威や技術開発に

対応して、これらのポリシーを

時間の経過とともに進化させ

ています



We use automation to 
help enforce our 

policies

自動化による

ポリシーの適用

User feedback and notices can help us
identify harmful material on our platforms

ユーザーのフィードバックと通知 を、Google  の各サービス上に
ある有害な情報の特定に役立てています

Machine learning can help us analyse material 
at scale, often before it reaches users

機械学習は大量の情報の分析に 役立ちます
多くの場合、これらはユーザーの目に触れる前に行われます

Reviewer actions retrain the 
machines to be more accurate

審査担当者による対応結果を機械学習に
反映し、正確性を向上させます

Trained reviewers determine 
appropriate action based on our policies

訓練を受けた審査担当者 が、
ポリシーに基づいて適切なアクションを決定しています



YouTube Community Guidelines enforcement
YouTube コミュニティ ガイドラインの適用

We enforce these 
policies globally 

and at scale, 
and publish regular 

reports
これらのポリシーをグローバ

ルで大規模に適用し、

定期的なレポートを

公開しています 
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We work to stay one 
step ahead of the most 

sophisticated threat 
actors

悪意あるユーザーに一歩

先んじるために様々な取り組

みを行っています
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We design features to 
provide context to 

users throughout their 
journey on our services

ユーザーが Google のサービ

スを活用するすべての段階に

おいて、コンテキストを提供す

るための機能を開発していま

す

Information Panels 
on YouTube bring information from third party 

sources on a number of topics that can be 
prone to misinformation

YouTube の情報パネルは、
誤情報が生じやすい多くのトピックに関して、

信頼できる第三者から提供される情報を表示しています

COVID-19 Knowledge Panel 
in Google Search elevates 

authoritative information about 
sensitive topics

Google 検索の 新型コロナウイルス
感染症のナレッジパネルは、センシティブ
なトピックに関して信頼できる情報を上位

に示しています



We work with experts 
to provide media 
literacy trainings

専門家と協力してリテラシー  ト
レーニングを提供し、

ファクトチェックの取り組みを支

援しています



We support 
fact-checking 

initiatives for youths

若い世代向けに、

ファクトチェックを

推進しています
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Google News Initiative
報道業界のデジタル化と多様化を推進し、

誰もが質の高い情報にアクセスできるよう取り組んでいます。

Driving the digital advancement and diversification of the news 
industry, to ensure quality information is accessible to 

everyone.



We’re committed to 
the sustainability of 

journalism

ジャーナリズムの

持続可能性に取り組んで

います



Source: Internal Google data,

Google ニュースイニシアティブ
でニュース エコシステムをサポート

Supporting the news ecosystem with the

Google News Initiative

2018 年に GNI が開始されて以来、
アジア太平洋地域で 3,300 万ドルを拠出

In Asia Pacific, since the GNI launched in 2018, 
we’ve committed $33m to support

news partners*

1k+

1000 以上
の報道機関

アジア太平洋地域で
ニュースパートナーが存在する国の数

Across the Asia-Pacific region, we work with 
news partners in

 

Countries

32

32 か国

2015 年にアジア太平洋地域で News Lab を立ち上げて以
来トレーニングを受けたジャーナリストの数

Since we launched News Lab in the Asia-Pacific 
region in 2015, we’ve trained

 

journalists**

171k+

171,000 人以上

* 2018 - 2020 * 2018 - 2020 **2018 - 2022



New business models 
to drive sustainable 

growth in newsrooms

新聞社の持続可能な成長を

促進する新しい

ビジネスモデル



GNI の日本での取り組み
How GNI supports News in Japan  

● Subscription Academy: 
パブリッシャーのビジネス モデルの強化と進化を支援するために、2022 年 7 月に開始。Launched 
in July 2022 to help strengthen and evolve publisher business models.

● Digital Immersion Workshops: 
デジタル分野における収益の持続可能な成長を支援するために、2022 年 10 月に開始。
A series of workshops launched in October 2022 to support sustainable digital revenue growth for the industry.

● Build New Local (https://bnl.jp/):
地方新聞社の新規事業創出を通じた地域課題解決を強力にサポート。2021年4月に開始。2021
年は45社、2022年は48社が参加し、事業創造の手法を学ぶとともに具体的なアイデアを入賞社

の初期事業費用をスポンサー。
Support the problem solving of local social problems through development of new businesses by local news 
organizations.



ファクト チェック コミュニティとミスインフォメーション対策を支援
Supporting the fact-checking community and fighting global misinformation

1. ファクトチェッカーへのトレーニングとメディア リテラシー プログラムの提供
Training fact-checkers and hosting media literacy programs

2. 「International Fact Check Network」 などの組織とのパートナーシップ
Partnerships with organizations like the International Fact Check Network

3. コミュニティのメンバーがオンラインで安全な決定を下せるよう

支援するプログラムをサポート
Supporting programs to help members of the community make safe decisions online
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We fund the work of 
researchers around the 
world and provide free 

tools like Google Trends

世界中の研究者の活動に資金

を提供し、Google トレンドなど

の無料ツールを提供

しています 
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Thank You!


